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平成 23 年度第 1 回 宗像地区事務組合 議会臨時会 会議録

期日：平成 23 年 7 月 14 日（木） 13：30～15：20

場所：宗像地区事務組合 大会議室

田中議長

田中議長

田中議長

田中議長

ただ今からはじめます。

小田議員は欠席の連絡を受けています。

ただ今の出席議員は、13 名で、定足数に達しています。

よって、平成 23 年第 1 回宗像地区事務組合 議会臨時会は成立いたしましたの

で、ここに開会をいたします。

ただちに本日の会議を開きます。

地方自治法第 121 条の規定により、説明のため出席を求めたものは、組合長及び

副組合長、事務局長、消防長、会計管理者、以下関係職員でございます。

（日隈議員 13 時 31 分 入場）

本日の議事日程は、お手元に配布をしているとおりでございます。

これより、日程に入ります。

日程第１ 「議席の指定及び変更について」を行います。

会議規則第 3 条 第 1 項の規定により、今回新しく、宗像地区事務組合議会議員

になられました議員の皆さまを紹介します。

3 番 日隈 一憲 議員、9 番 井上 聡 議員、11 番 永島 直行 議員でございま

す。

現在、着席の席を議席といたします。

また、会議規則第 3 条 第 2 項の規定により、15 番 大久保 三喜男 議員の議席

は、9 番から 15 番に変更いたします。

ここで、議員の皆さま全員の自己紹介をお願いいたします。

議席番号の 1 番から順次お願いをいたします。

（議員自己紹介）

続きまして、執行部の紹介をお願いします。

（執行部自己紹介）

それでは、日程第 2 「会議録署名議員の指名」を行います。

７番 吉田議員、 8番 椛村議員 を会議録署名議員として指名をいたします。

日程第 3 「会期の決定について」を議題とします。
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田中議長

田中議長

小山組合長

お諮りいたします。

会期は、お手元に配付をしている日程で、本日、１日限りとしたいと思いますが、こ

れにご異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。

よって、会期は本日、1 日限りと決定いたしました。

日程第 4 「諸報告」を行います。

宗像市の福田 昭彦前議員につきましては、平成 23 年 3月 31 日、宗像市議会議

員の辞職願が提出され、宗像市議会議長が許可されましたので、宗像地区事務組

合議員についても、同日付けで辞職の取扱いとしております。

また、平成 23 年 4 月 19 日付で迫前議員、4 月 20 日付で、村上前副議長から辞

職願が提出され、それぞれ会議規則第７3 条の規定により、議長においてこれを許可

しましたので、ご報告をいたします。以上です。

続きまして、小山組合長からあいさつと概要説明をお願いいたします。

本日は、平成23年 第1回 宗像地区事務組合議会臨時会を開催しましたところ、

お忙しい中、議員の皆様方にはご出席をいただき、誠にありがとうございます。

先般、6月26日に開催しました、宗像地区急患センター30周年記念式典につきま

しては、議員の皆さま ご多忙の折、ご出席していただきありがとうございました。

また、7月 7日の海水淡水化センター等の視察研修につきましても、暑い中ご熱心

に見学されたご様子、大変お疲れさまでした。

次に、昨年度から、水道事業運営審議会において、水道料金の見直しを含めて審

議を重ねていただきました。「宗像地区事務組合水道ビジョン」については、8 月末ご

ろに審議会の答申が提出される予定でございます。

当組合では 10 月議会において、料金改定の条例改正を提案できるよう準備をす

すめているところでございます。

また、審議会の答申の概要については、9 月に全員協議会を開催し、ご報告させ

ていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

次に、本日付議された案件と、議案を簡単にご説明申し上げます。

最初に、4月までに、3名の組合議員の方が辞職されたことに伴い、新しく選任され

ました議員の皆さまの議席の指定を行いました。

次に、村上前副議長の辞職に伴い、副議長の選挙を行います。

報告事項は１件ですが、「平成 22 年度水道事業会計予算の繰越計算書」の報告

を行います。

議案についてですが、本日は 5 件の議案を提出しております。



3

小山組合長

田中議長

田中議長

田中議長

田中議長

まず、第 12 号議案として、前任者の迫 監査委員の辞職に伴い、新たに「監査委

員の選任について」、同意をお願いするものです。

第 13 号議案については、「平成 23 年度水道事業会計の補正予算」を提出してお

ります。

概要ですが、任期付職員の採用に伴う人件費を、488万9千円増額しております。

資本的支出で、一般改良費の工事請負費を 7,000 万円増額し、拡張事業費の工

事費を 7,000 万円減額した内容になっております。

第 14 号議案、第 15 号議案、第 16 号議案については、条例の一部改正を提出し

ております。

詳細につきましては、事務局長から議案の中で説明させますので、よろしくご審議

の程、お願い申し上げまして、諸報告とさせていただきます。

今後とも、議員の皆様方におかれましては、一層のご理解とご協力をお願い申し

上げます。以上でございます。

それでは、次に入ります。

日程第 5 「宗像地区事務組合 副議長の選挙について」を議題とします。

村上 前副議長の辞職に伴い、副議長の選挙を行うものです。

選挙の方法につきましては、地方自治法第 118 条第 2 項の規定により、指名推選に

したいと思います。

ご異議ございませんか。

（異議なしの声）

ご異議なしと認めます。選挙の方法は、指名推選で行うことに決定しました。

お諮りいたします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思いま

す。

ご異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。議長が指名することに決定しました。それでは、私の方から

指名いたします。

副議長に、大久保議員を指名します。

お諮りします。

ただいま、議長が指名しました 大久保議員を副議長の当選人と定めることにご異

議ございませんか。

（異議なしの声）
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田中議長

大久保副議長

田中議長

森事務局長

田中議長

異議なしと認めます。

ただ今、指名しました、大久保議員が副議長に当選されました。

副議長に当選されました大久保議員が議場におられますので、本席から会議規

則第 31 条の規定により告知をいたします。

ここで、自席から、大久保副議長に、ごあいさつをお願いします。

ただ今、ご指名されました、福津の大久保三喜男と申します。よろしくお願いいたし

ます。

それでは、次に入ります。

日程第 6 報告第 1号 「平成 22年度 宗像地区事務組合 水道事業会計予算繰

越計算書について」を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。森事務局長。

報告 第１号を説明いたします。

1-1 ページをお開きください。

報告 第１号 「平成 22 年度 宗像地区事務組合水道事業会計予算繰越計算書

について」

平成 22 年度水道事業に係る繰越計算書を地方公営企業法（昭和 27 年法律第

292 号）第 26 条第 3 項の規定により報告する。

平成 23年 7 月 14 日提出 宗像地区事務組合 組合長 小山達生。

1-2 ページをお開きください。

平成 22 年度 宗像地区事務組合水道事業会計予算繰越計算書の内容ですが、

資本的支出、一般改良費、配水管布設替事業費 316,165,120 円のうち平成 22 年度

中の施工済額として、267,772,365 円支出し 38,921,925 円を平成 23年度に繰り越し

たものでございます。

繰越の内容についてご説明いたします。

星ケ丘地区の配水管更新工事におきまして、工事区域内に老朽化したガス管が埋

設されており、事前にガス会社と協議を行い、ガス会社がガス管の移設工事を先行し

て行い、その後、配水管更新工事を行うことで進めておりましたが、ガス管移設工事

が予定より遅れたため、配水管更新工事の着手に遅れを生じ年度内に完了できない

事から繰り越したものでございます。

以上でございます。

本案は、報告事項でございますので、質疑のみ受けたいと思います。

質疑は、ございませんか。

11 番永島議員どうぞ。
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永島議員

田中議長

森事務局長

田中議長

田中議長

田中議長

森事務局長

森事務局長

繰越されている工事はいつ終わるのですか。もう終わっているのですか。もう7月で

すので年度内に終わるのか 23年度の 3月 31日までに終わるのか、いつ頃終わるの

かお伺いしたい。

森事務局長。

竣工は23年 5月 13日で終わっております。この工期は当初変更した工期でござい

ます。

永島議員よろしいですか。

他にございますか。

（質疑なしの声）

それでは質疑を終結し、報告を終わります。

次に入ります。

日程第７ 第 12 号議案 「宗像地区事務組合監査委員の選任について」を議題と

いたします。

岩城議員は、本人の身分に関係いたしておりますので地方自治法第 117 条の規

定により、本議案の審議が終了するまで退席をお願い申し上げます。

（岩城議員 退席）

提案理由の説明を求めます。森事務局長。

第 12 号議案を説明いたします。

2 ページをお開きください。

第 12 号議案 「宗像地区事務組合監査委員の選任について」

宗像地区事務組合監査委員に次の者を選任することについて、同意を求める。

平成 23年 7 月 14 日提出 宗像地区事務組合 組合長 小山達生。

住所 福津市中央 2 丁目 20 番 10－705 号。

氏名 岩城 俊郎。

生年月日 昭和 36 年 10 月 12 日。

提案理由 宗像地区事務組合監査委員として選任することについて、地方自治法

（昭和 22 年法律第 67 号）第 196 条 第１項の規定に基づき、議会の同意を求めるも

のでございます。

前任の迫監査委員の辞職により、新たに監査委員の選任をお願いするものでござ

います。
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森事務局長

田中議長

田中議長

田中議長

田中議長

岩城議員

田中議長

参考資料をご覧ください。

略歴でございますが、

平成 15年 4 月 30 日福間町議会議員。

平成 17年 1 月 24 日福津市議会議員。

平成 19年 1 月 24 日福津市議会議員。

平成 23年 1 月 24 日福津市議会議員。

平成 23年 2 月 1日宗像地区事務組合議会議員。

以上でございます。よろしくお願いいたします。

これより質疑に入ります。質疑ございませんか。

（質疑なしの声）

これをもちまして質疑を終結いたします。

本案は人事案件ですので、討論は省略いたします。

これより第 12 号議案の採決を行います。

本案は、原案のとおり同意することに、賛成の皆さんの挙手を求めます。

（全員挙手）

全員賛成でございます。

よって、第 12 号議案は、原案のとおり同意することに決しました。

ここで岩城議員の入室をお願いします。

（岩城議員、着席）

ここで、同意を受け監査委員に選任されました岩城議員にあいさつをお願いしま

す。

ただ今監査委員のご承認をいただきまして誠にありがとうございます。

大変な大役ではありますが、誠心誠意一生懸命頑張ってまいる所存でございます

ので、今後ともひとつよろしくお願いいたします。

次に入ります。

日程第 8 第 13号議案 「平成 23年度宗像地区事務組合 水道事業会計補正予

算（第 1 号）について」を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。森事務局長。
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森事務局長 第 13 号議案をご説明いたします。

3 ページをお開きください。

第 13 号議案「平成 23年度宗像地区事務組合 水道事業会計補正予算（第 1号）

について」

平成23年度宗像地区事務組合 水道事業会計補正予算（第 1号）を別紙のとおり

提出する。

平成 23年 7 月 14 日提出 宗像地区事務組合 組合長 小山達生。

内容といたしましては、収益的支出予算については、任期付き職員採用に伴う人

件費の増額並びに、その影響による消費税を減額したものです。

また、資本的支出予算においては、一般改良費の配水施設の設計委託料、工事

請負の増額、及び拡張事業費の工事請負時の減額について補正するものです。

予算書の 1ページをお開きください。

第 2 条については予算第 3 条に定めた収益的支出の第 1 款水道事業費用 第１

項 営業費用を 4,889 千円増額、第２項営業外費用を 5 千円減額し、水道事業費用

合計で 2,365,081 千円といたします。

第3条は同じく予算第4条に定めた資本的支出第１款資本的支出第１項一般改良

費を70,000千円増額、第2項拡張事業費を70,000千円減額し、資本的支出合計で

2,194,003 千円で増減はございません。

第4条は予算第8条に定めた議会の議決を得なければ流用することができない経

費の額を 79,209 千円に改めております。

2 ページ、3 ページをお開きください。

予算実施計画について１ページの第 2 条、及び第 3 条の内訳を掲載したものでご

ざいます。詳細については７ページから事項別明細書に記載しております。

4 ページをお開きください。

資金計画について今回の補正に伴う実際の現金の動きを表したものです。給与費

明細について任期付き職員の採用に伴う、給料及び手当の増額を表したものでござ

います。

5 ページ、6 ページをお開きください。

平成 23 年度末の予定貸借対照表を掲載しております。

資産合計、負債資本合計それぞれ 39,111,498,050 円を見込んでおります。

当年度未処分利益剰余金として 1,227,473,085 円を予定しております。

7 ページ、8 ページをお開きください。

事項別明細書について収益的支出の部ですが、1款 1項営業費用 4目総係費は

任期付き職員の採用に伴い、給料、手当、法定福利費、福利厚生費で4,889千円増

額し、281,145 千円としています。

2 項営業外費用 3 目消費税は、支出構成の変動に伴い 5 千円減額し、36,609 千

円としています。

資本的支出の１款１項一般改良費 6 目配水施設費は、広域化促進事業、国庫補
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森事務局長

田中議長

永島議員

田中議長

花田施設課長

田中議長

江上議員

助、経年更新事業の配水管布設替工事費として、60,000 千円増額し 304,100 千円と

しています。

また 8目事務費は、上記工事設計委託料として、10,000 千円増額し 182,546 千円

としています。

2 項拡張事業費１目配水施設費は、予定していた畦町地区配水管布設工事が次

年度以降の施工になったことにより、70,000 千円減額し 503,400 千円としています。

なお、任期付き職員についてですが、どうしても必要であった事から平成23年 4月 1

日に採用しております。

理由といたしましては、平成 23 年度は水道ビジョン策定に係る水道事業計画、水

道料金の統一と大きな課題を抱えており、水道事業に精通した職員の配置が是非と

も必要であり、少なくとも平成 22 年度の体制以上の確保をしなければならない事か

ら、4 月異動に向けて両市と派遣職員についての協議を行いましたが、十分に調整

ができず水道事業に精通した 1 名を期限 1 年の任期付き職員を採用しております。

どうぞよろしくお願いいたします。

これから、一括質疑に入ります。 質疑ございませんか。

永島議員、どうぞ。

第 3条の一般改良費70,000千円増額して、拡張事業費70,000千円減額という工

事費は変わらないですが、どこの改良費を増額して、拡張事業費はどこの分を減額

されたのですか。それを教えていただきたい。

施設課長。

当初予定しておりました拡張事業費の 70,000 千円分は、畦町地区の配水管布設

工事でございます。

福岡県と河川敷の占用協議を行っておりましたが、河川敷に管を占用する協議の

承諾を得られなかったので、畦町地区の今年度予定していた事業は来年度以降に

まわして、その分の補助を使って、今度は宗像市域の日の里、自由ヶ丘、東郷、河東

の4地区の老朽化した耐用年数が十分経った、補助要綱に該当する路線に、60,000

千円分の工事と、10,000 千円分の設計委託料を持っていき、70,000 千円分を宗像

市域で新たに布設替えとして行なうことにしています。以上です。

永島議員よろしいですか。

江上議員どうぞ。

森事務局長から任期付き職員の採用のご説明をいただきました。いろいろ事情が

あったようでございますが、確認のためにご質問させていただきます。

予算は当該年度で想定される全てのものを計上する必要があります。不測の事態
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江上議員

田中議長

森事務局長

田中議長

江上議員

田中議長

森事務局長

田中議長

江上議員

森事務局長

田中議長

江上議員

が生じた時に、補正予算を計上されると認識しておりますなか、経常経費である人件

費を新たに増額するという補正は通常私は考えにくい。

そこで質問いたしますが、普通よほどの事がない限り、年度途中で職員は増やさな

いものだと思いますが、職員を増やす確たる理由をお聞かせください。

森事務局長。

22 年度におきまして、プロパー職員ですが、2 名の減となっております。先程も説

明いたしましたが、22 年度に着手しております。水道ビジョン事業計画につきまして

は、水道事業に精通した職員でないと難しいところでございます。本来ならば、そうい

うことが分かっているのだから、前年度から両市と相談しておけばよかったのですが、

職員の異動ということで、前もって早い段階からというのは難しいものがあると思いま

すので、打合せの時期としては、3 月のはじめ頃にお願いしたのですが、両市にも事

情がございまして人材の確保に至りませんでした。

そういうことで8月末の答申を受けるために22年度から継続して審議会で審議して

おりますので、どうしても空白の期間があれば事務的に、まずいところがありますの

で、そういう理由から 4 月 1 日の採用ということにさせていただいたところでございま

す。以上でございます。

江上議員。

今、局長から水道事業に精通した職員というご説明がございましたが、どのくらい

の経験があるのでしょうか。

森事務局長。

延べ 10 年でございます。

江上議員どうぞ。

ちょっと乱暴なことかもしれませんし、確認のために教えてください。宗像、福津両

市で経費を負担しているこの事務組合は、両市の外郭団体という位置づけになって

いるのでしょうか。

外郭団体ではございません。特別地方公共団体でございます。

江上議員。

では、小山組合長にご確認いたします。当該職員は決して外郭団体でないという
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江上議員

田中議長

小山組合長

田中議長

江上議員

田中議長

小山組合長

田中議長

永山議員

田中議長

花田施設課長

ことであれば、天下り先ではないということでよろしゅうございましょうか。

小山組合長。

天下り先とは考えておりません。

江上議員どうぞ。

10 年のご経験という森事務局長のご説明ですが、10 年、20 年の経験者は民間に

もたくさんいると思います。私の考えでございますが、今後は公募という形も視野に入

れて、ノウハウを持った方もたくさんいらっしゃいます。そういうことを考えられるお気

持ちはございませんでしょうか。小山組合長にお伺いします。

小山組合長。

特殊な部門でもありますので、役所とのからみも非常に強いということで、今回はそ

うした措置をとった訳でございますが、将来的には当然民間も入れて公募する可能

性は大だろうと思っています。

他にございますか。

永山議員どうぞ。

資料の 2 ページですが、畦町地区の配水管布設工事が次年度以降の施工という

ことですが、次年度以降の施工の期間ですね。全然アバウトでいつかやるのだろうな

あという感じなんですが、いつからいつまでというような期間を教えていただければと

思います。

施設課長。

畦町地区には水道の本管が通っておりません。それで、福津市の下水道事業計

画で下水管をいける時に、拡張事業として一緒に水道管を布設していきます。

最終的に畦町地区に水道管が下水道管と一緒に布設してしまうのは、平成27年、28

年と伺っております。

ちなみに畦町の配水池の供用開始は平成28年度を予定しておりますので、どちら

かといえば、管布設の方が先行して、平成 24年度以降に畦町の内殿側に近いところ

から、大きな管を布設していき、そして最終的には集落の中の小さい配水管を下水

道計画に合わせたところで、平成 27 年、28 年をめどに完成していくと考えておりま

す。
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田中議長

石橋議員

田中議長

森事務局長

田中議長

田中議長

田中議長

田中議長

田中議長

森事務局長

永山委員よろしいですか。

他に質疑ございますか。

石橋議員どうぞ。

先程、任期付き職員のとこで関連して聞けばよかったのですが、水道ビジョン、新

しく料金改正等で精通した職員ということだったのすが、そういう特別なことということ

があるので、任期付きということでしたら今年度で終わりということでしょうか。

森事務局長。

１年でございます。

よろしいですか。

他に質疑ございますか。

（異議なしの声）

これをもちまして質疑を終結いたします。

これから、討論に入ります。ご意見ございませんか。

（異議なしの声）

これをもちまして、討論を終結いたします。

これより第 13 号議案について、採決を行います。

本案は、原案のとおり決することに、賛成の皆さんの挙手を求めます。

（全員挙手）

全員賛成でございます。

よって、第 13 号議案は、原案のとおり可決されました。

次に入ります。

日程第 9 第 14 号議案 「宗像地区事務組合一般職の職員の給与に関する条例

の一部を改正する条例について」を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。森事務局長。

第 14 号議案をご説明します。

4－１ページをお開きください。

第14号議案 「宗像地区事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改
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森事務局長

田中議長

田中議長

田中議長

田中議長

森事務局長

正する条例について」上記の条例案を次のとおり提出する。

平成 23年 7 月 14 日宗像地区事務組合 組合長 小山達生。

提案理由、国家公務員一般職の職員の給与に関する法律（昭和 25 年法律第 95

号）の一部改正に伴い、宗像地区事務組合一般職の職員給与に関する条例（平成

19 年宗像地区事務組合条例第 26号）の一部を改正するものでございます。

内容につきましては、給与条例中の文言の改正でございます。

特定幹部職員を特定管理職員に改正するものでございます。

4－2 ページから 4－4 ページをお開きください。

新旧対照表の中でご確認いただきますと、6 ヶ所改正を行っております。

なお、関係市においては平成 21 年度に改正されております。

これから質疑に入ります。 質疑ございませんか。

（質疑なしの声）

ないようでしたら、これをもちまして質疑を終結いたします。

これから討論に入ります。ご意見ございませんか。

（意見なしの声）

これをもちまして、討論を終結いたします。

これより第 14 号議案について、採決を行います。

本案は、原案のとおり決することに、賛成の皆さんの挙手を求めます。

（全員挙手）

全員賛成でございます。

よって、第 14 号議案は、原案のとおり可決されました。

次に入ります。

日程第10 第15号議案 「宗像地区事務組合職員の育児休業等に関する条例の

一部を改正する条例について」を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。森事務局長。

第 15 号議案をご説明します。

5－1 ページをお開きください。

第15号議案 「宗像地区事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正

する条例について」 上記の条例案を次のとおり提出する。

平成 23年 7 月 14 日宗像地区事務組合 組合長 小山達生。
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森事務局長

田中議長

永島議員

田中議長

永尾主幹

永島議員

田中議長

提案理由、地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第 110 号）の一

部改正に伴い、非常勤職員について育児休業及び部分休業をすることができるよう

にするため、宗像地区事務組合職員の育児休業等に関する条例（平成 19 年宗像地

区事務組合条例第20号）の一部を改正する必要が生じたので、条例案を提出するも

のでございます。

改正内容につきましては、別紙の参考資料で説明いたします。

別紙第 15号議案資料をご覧ください。

育児休業等の条例の一部を改正する条例の内容としましては、地方公務員の育

児休業等に関する法律の一部改正に伴い、事務組合非常勤職員について育児休

業及び部分休業できるようにするものです。

内容についてですが、育児休業について育児休業することができる非常勤職員の

範囲といたしまして、 ア）同一の任命権者において引き続き在職した期間が、1 年以

上である者。 イ）子の 1 歳の誕生日以降も引き続き在職することが見込まれる者。

ウ）1 週間の勤務日が 3 日以上勤務している者。これらア）からウ）までの条件に該当

する非常勤職員は子が１歳に達する日、配偶者がその日以前に育児休業をしている

場合には、1 歳 2 ヶ月に達する日までを育児休業することができるようにするものでご

ざいます。

育児休業の取得可能期間としては、継続的な勤務のために特に必要な場合に

は、子が 1 歳 6 ヶ月に達する日まで育児休業できるようになります。

部分休業については、ア）同一の任命権者において引き続き在職した期間が、１

年以上である者。 イ）１週間の勤務日が3日以上等で、1日の勤務時間が6時間15

分以上の勤務であること、ア）、イ）の両方に該当する非常勤職員は、3 歳に達するま

での子を養育するため、1 日につき 2 時間を超えない範囲内で部分休業を請求する

ことができます。

なお、本条例の改正については、両市議会においてそれぞれ同様の改正案を 6

月議会で提案され採決されたものでございます。以上でございます。

これから質疑に入ります。 質疑ございませんか。

永島議員どうぞ。

たいした質疑はないのですが、非常勤職員は何人くらいいらっしゃるのですか。

事務局。

6 名です。

はい。

ほかに質疑ございますか。



14

田中議長

江上議員

田中議長

永尾主幹

田中議長

田中議長

田中議長

田中議長

森事務局長

江上議員どうぞ。

今、非常勤職員6名と言われましたが、改正案に該当する対象者はいらっしゃいま

すか。

事務局。

対象となる職員はいません。

ほかに質疑ございますか。

（質疑なしの声）

ないようでしたら、これをもちまして質疑を終結いたします。

これから討論に入ります。討論ございませんか。

（討論なしの声）

これをもちまして、討論を終結いたします。

これより第 15 号議案について、採決を行います。

本案は、原案のとおり決することに、賛成の皆さんの挙手を求めます。

（全員挙手）

全員賛成でございます。

よって、第 15 号議案は、原案のとおり可決されました。

次に入ります。

日程第11 第16号議案 「宗像地区事務組合水道事業の設置等に関する条例の

一部を改正する条例について」を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。森事務局長。

第 16 号議案をご説明します。

6-1 ページをご覧ください。

第 16 号議案 「宗像地区事務組合水道事業の設置等に関する条例の一部を改

正する条例について」

上記の条例案を次のとおり提出する。

平成 23年 7 月 14 日 宗像地区事務組合 組合長 小山達生。

提案理由の説明をします。

地島簡易水道事業の浄水方法の変更（簡易ろ過方式を膜ろ過方式に変更）認可
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森事務局長

田中議長

花田施設課長

申請を行うにあたり、計画給水人口を変更する必要が生じたので、宗像地区事務組合

水道事業の設置等に関する条例（平成 21 年宗像地区事務組合条例第 5 号）の一部

を改正するものでございます。

6-2 ページの新旧対照表をご覧ください。

第4条3 簡易水道事業の給水区域、計画給水人口及び計画1日最大給水量は、

次に掲げるとおりです。

この中で、計画給水人口 345 人を 150 人とするものでございます。

なお 150 人については、現在の給水人口 186 人、これから給水人口を推計したも

のでございまして、新しい浄水方法の膜ろ過方式ですが、給水が開始される平成 23

年度の計画給水人口でございます。以上でございます。

引き続き、地島の簡易水道の施設変更計画について、資料が配られていますが、

これについて、花田施設課長より説明お願いします。

それでは、私から資料についての説明をさせていただきます。

地島簡易水道の施設の更新計画の概略ということで説明いたします。

一番上に、全体事業費と財源計画について書いております。施設更新計画に伴う

総事業費としましては、約 440,000 千円を予定しております。その内 1/2 が補助金、

残りの 1/2 を起債や一般財源で賄う予定にしております。

それから、施設更新計画の検討の経過をさせていただきます。

地島簡易水道については、昭和 54 年に創設認可を取得しまして、その後、平成 4

年に変更認可（取水地点の変更）をおこないまして今日に至っております。しかしな

がら、浄水設備も配水設備もかなりの老朽化が進んでいるのが現状でございます。

平成 22 年 11 月に当事務組合で契約しました「地島簡易水道事業変更認可申請

書の作成業務委託」の中で、コンサルと協議を進めてきたわけですが、その中で、浄

水方法や施設更新、どういったものに更新していったらいいかを検討する中で、現在

の処理方法（簡易急速ろ過方式）では、原水水質が悪化した場合に対応できない可

能性があることが判明しました。

過去の水質検査の記録を調べてみますと、現に平成 18 年 7 月に原水からクリプト

スポリジウムの指標菌である大腸菌が検出されております。今回の施設更新にあたっ

てはクリプト対策を第一に考え、「膜ろ過方式」これは、大島でも採用する予定にして

おります方式で膜ろ過方式、いわゆる家庭用浄水器の大きいものや「紫外線処理」に

よる浄水処理方式への抜本的な変更が妥当と判断させていただきました。

ここで 2 ページ目に、「水道原水に係るクリプトスポリジウム等による汚染のおそれ

の判断の流れ」を付けておりますので、これを参照していただきたいと思いますが、こ

れが、厚生労働省が対策指針の中で示しております「水道原水に係るクリプトスポリ

ジウム等による汚染のおそれ」がある場合、どういった処理方法を行っていったらいい

というフローチャートになっています。

原水での指標菌の検出が地島の場合は、先程申しました平成 18 年の 7 月にあっ



16

花田施設課長 たということで右につけます。

その原水は、地表水かどうかということで、地島の場合は淺井戸でございます。約

50 メートルの井戸からとっているということで、下のいいえにいきます。ということでい

けば、レベル 3 に該当して適切なろ過の実施、または、紫外線処理を行なうことが望

ましいということ、そういったフローチャートになります。

ちなみに大島の場合は、レベル 4 クリプトスポリジウムの指標菌が出ましたが、尚且

つ地表水もとっておりますのでレベル 4 になる。

もう一つ簡易水道の本木の簡易水道は、レベルの 2 になります。地島の場合はレ

ベル3の値ということで、適切なろ過の実施、或いは紫外線処理の実施をするのが望

ましいということが出ています。

その二つの処理方法するにあたって、やはり地島は離島でありますので、自動運

転が欠かせないということで考えますと、それを最大の条件とした場合の浄水の処理

方法としましては、「膜ろ過処理」も「紫外線処理」も基準を満たしますが、水質検査の

中で地島簡易水道原水の硬度を調べてみますと、平成 17 年度に最高で 136mg/ℓ、

平成 19 年度には 132mg/ℓ という数値を示しています。

一般的に紫外線の照射した場合に、殺菌を阻害する恐れがある値というのが

140mg／ℓ と考えます時に、130 台後半に達したこともあるという照射の阻害がされか

ねないという危険度を考慮しまして、今回、大島簡易水道と同様の処理方法である

「膜ろ過処理方式」を採用しました。

施設更新計画の概要でございますが、「地島簡易水道事業変更認可申請書」を平

成23年8月に県へ提出いたします。その時に今回かけております条例の新しい数字

150 人に替えたものを添付したいと思います。そして認可を得たいと思います。

変更認可の主な内容としましては、目標年度が平成32年度、給水人口が150人、

新しい膜処理の新しい処理方法を平成 27 年度から開始する、その時の給水人口

150 人。

一日最大給水量は 100 ㎥ /日、平成 4年の変更認可の時に、廃止した井戸の内 2

号取水井を予備水源として再度申請するというものです。

なお、平成23年 6月には補助要望概算書提出（頭出し）を行っておりまして、今後

補助採択がありましたら、それを経て平成 23 年度後期に施設更新計画の実施設計

を行い、来年度から事業実施の予定です。

地島地区は離島であり、資機材や土砂等の交通・運搬手段がフェリー（平成 24 年

2 月就航予定）に限られるため計画的な工事計画を必要とし、なかなか短い期間の

中で一気に押し込むことが難しいということで、平成24年度から新しい浄水場用地取

得に着手し、約 3年間で概ね浄水施設の工事まで完了させて、27年度からは新しい

膜処理のもとで水を飲んでいただいて、その後さらに4年間かけて水をためる配水池

や水を配る配水管の布設替え工事を実施する予定です。平成 30 年まで約 7年間か

けて長期になりますけれども、設備を一新したいと考えております。

それから、資料をもう一つ付けておりますのが、水道関係の図面でございますが、

地島は集落が大きく、二つに分かれております。上の方、北側の方が豊岡地区、南
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花田施設課長

田中議長

日隈議員

田中議長

森事務局長

側、鐘崎に近い方が泊地区となっておりまして、その丁度中間地点あたり、赤の四角

の配水池と書いてありますが、地島の場合、標高約 85m のところに 130ｔくらいの大き

な水を溜めるタンクがございます。ここに一旦浄水した水を上げまして、ここから豊岡

地区と泊地区に自然流下で給水しています。

85ｍと高いので、40 数メートルのところにそれぞれ減圧水槽を設けまして、一旦そ

の水槽の中に落としてそれから自然流下という方法をとっています。ちなみに狭い水

道の少ない島なのですが、両地域離れておりますので、これでも配水管、水道の本

管が2千数百メートルにわたって設置されている。そういったところの事業費も全部含

んでおります。以上です。

ありがとうございました。

これから第 16 号議案について質疑に入ります。

質疑ございませんか。 日隈議員。

今の説明で、膜ろ過方式ありきの説明をされていました。宗像市議会でも説明があり

ましたが、今水の質が大変悪い、大島にしろ、地島にしろ、悪いとこをわざわざ膜ろ過

方式で水を作って供給するのか。本来、北福導水が導入され水事情が大分変わって

きている。海底送水で 40年の耐用年数が今言われているのですね。

水関係の仕事をしている仲間の話でも、膜ろ過方式的なものは基本的にカートリッ

ジ交換から費用的なものが相当かかる。海底送水の部分と膜ろ過方式の部分の費用

比較はどのように積算されて検討されたのか、大島の方を一時見せていただいたこと

もあるのですが、議会の方で決定していると思ってなかったものですから、もう一度こ

の部分に対しての資料があればお示しいただきたい。

事務局長。

ご説明をさせていただきます。

単純に陸地と地島との海底送水管の距離が約 2.6 キロあります。単純に今説明し

ました膜ろ過方式と地島への 1 本の海底送水管の工事費とランニングコストを比較し

ますと 1 億 1千万海底送水管の方が高くなります。

それと、その他に、海底測量やら海底面探査、海底磁気探査、水質調査、そういう

調査費はこの中には入っておりません。現在、水質は議員さんがおっしゃいますとお

りあまりよくございません。それについては、今回お示ししているところでも出来るとこ

ろでございます。ただ、水量的には今のところ不足しているような状況ではないと思っ

ています。

それと、海底送水については、地島と大島、基本的には 1 本というわけにはいきま

せん。リスクといいますか、布設した後どういうことで水がいかなくなるかという想定が

できません。基本的にはルートですかね。神湊から大島それから地島それから鐘崎と

するのが、基本的な海底送水管のルートだと思います。
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森事務局長

田中議長

日隈議員

田中議長

花田施設課長

田中議長

日隈議員

田中議長

花田施設課長

田中議長

永山議員

永山議員

田中議長

花田施設課長

これでいきますと、事業費がランニングコストを含めて倍以上かかります。そういうこ

とで、今回海底送水管については特に対象とはしておりません。以上でございます。

日隈議員。

今、単純に事業費が倍以上かかるというのは、どういった事業見積依頼をされたの

か、企業的なもので、何社に見積もりされたのか。

施設課長。

何社かの見積もりをとって比較ということではなく、コンサルの方と協議を進めてい

く中で、海底送水管の布設の事業費はどれくらいになるかということで概算出してくれ

ということです。

日隈議員。

コンサル 1 社で、この膜ろ過方式と海底送水の見積もりを依頼しただけということで

すね。それを全面的に信用されてここに提出されているのですか。

施設課長。

見積書ということでなく、概算事業費ということです。膜処理方式であれば大体いく

らというのは計算できますし、海底送水管の場合は、何口径のどれ位の延長というこ

とでの単純かけ合わせの事業費概算での比較です。

他にありますか。 永山議員、どうぞ。

地図の赤い枠は何ですとか、緑の枠は何ですとか、表示するのですが、それはどう

いう表示なのですか。

6-2 の給水人口が 345 から 150 に変わるのですね。なぜ減るのか教えてください。

施設課長。ｘ

申し訳ございません、地図の説明の時に、そのエリアの説明を忘れておりました。

現在の給水区域が緑のエリアで示されているところでございます。そして、豊岡地区

の方に赤で囲んである地区がありますが、ここが豊岡地区の下排水施設があるところ

と、今回新たにフェリーの就航等に伴うターミナル等がされている。そこに給水する必

要がございますので、今回この区域を追加して給水エリアとするものです。

それから、345 人を 150 人とするところですが、345 人の給水人口のまま認可当時
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花田施設課長

田中議長

花田施設課長

田中議長

永山議員

田中議長

花田施設課長

永山議員

田中議長

石橋議員

田中議長

花田施設課長

から、玄海町が平成 4 年に行なった変更認可の時に、給水人口の変更をされないで

そのままきておった。それを宗像市さんが引き継いだ時に認可のまま数字が残ってい

たので、今回、変更認可申請を行なうにあたって、新たに今後の人口推計を行いな

がら、平成 27 年度に予定する新しい浄水処理方法でのその当時での給水人口を採

用するということです。

地島の現在の人口がわかりますか。

186 名でございます。

永山議員。

186 人で 345 人だったという理由は何ですか。

施設課長。

平成4年当時の地島の人口がどれくらいだったか、私も分からないのですが、昭和

54年に認可した時は345人で確かにスタートしているが、その後、おそらく減っており

ますので、平成 4 年の認可の時点で 250 人とかの数字に一旦変更しておってもよか

ったのではないか。その変更をしないまま昭和54年の創設認可時、おそらくこの頃は

345 人おられたと思いますが、その数字が減らされずにきておったので、今回精査し

ているということです。

わかりました。

他に。

石橋議員、どうぞ。

給水人口が半分以下になっていく中で、1 日最大給水量は変わらない理由は。

それと、夏場に島民の皆さんだけではなくて、観光で行かれる人が増えるということを

みてのことなのか。

施設課長。

1 日最大給水量の数の根拠はあまり以前から変わっていないのですが、実際に地

島配水管が古くて一旦漏水しますと、30tから40t水が出てしまいます。だいたい通常

でいけば 40t から 50t 毎日使っていらっしゃるのではないかと思われますが、それで

グラフをとってみますと、漏水があった時には140 とか 130 とかいう数字を示したことも

あります。それと、一人当たりの給水量は若干増える傾向にあるのかな、井戸併用が
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花田施設課長

田中議長

石橋議員

田中議長

花田施設課長

田中議長

田中議員

日隈議員

田中議長

田中議長

少なくなっているという気がします。

1 日最大給水量が本当はもっと低くなるのかもしれませんが、現実的な数字としま

しては。ただ、何かあった時の最低ラインは確保しておこうというということでここは使

っておりません。

石橋議員。

わかりました。そうしたら、今、施設課長の答弁のところで出てきました、これには直

接関係ないかもしれませんが、相当老朽しているという管の布設替えというか、それ

は計画的にされているのですか。1 日に 40 も 50 も漏水してますとは無駄な話のよう

ですけれども、老朽化している管を布設替えする必要はないのですか。

施設課長。

予定しております。7 年間の長期の計画でございますので、まず平成 26 年までに

浄水施設を作り上げて、その後、先程も申しましたが、泊と豊岡の間2千数百メートル

はっている配水本管を抜本的にやり替えて、本管から漏水が起こらないような管に出

来るだけ替えていく。これを平成 27 年から 30 年で予定しております。

他にございませんか。

（質疑なしの声）

ないようでしたら、これをもちまして質疑を終結いたします。

これから討論に入ります。ご意見ございませんか。

日隈議員どうぞ。

膜ろ過方式は基本的に水質の悪くないところで利用することには問題ないのだろう

と思います。原発の事故の部分を見ても膜ろ過と同じような方式で浄化している水に

対しても、直ぐに使用ができなくなるような状況に陥っています。

膜ろ過方式が全てパーフェクトと言いきれない状況もあるので、もう一度、再度方式

に対しては検討をすることが必要だろうと思っています。再度、膜ろ過方式の採用に

ついての検討期間を是非も設けていただきたいと提案して反対の意見とします。

今回の議案については計画人口の訂正部分の議案で、今の話は概要を報告した

ということですから、計画の概要について大まかな説明をしたということで、今回の議

案については、計画人口の変更だけ、計画を提出するだけの事なので、そういうこと

で理解をしていただければ有りがたいと思いますが。
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日隈議員

田中議長

田中議長

田中議長

田中議長

わかりました。

他にありますか。

（意見なしの声）

これをもちまして、討論を終結いたします。

これより第 16 号議案について、採決を行います。

本案は、原案のとおり決することに、賛成の皆さんの挙手を求めます。

（全員挙手）

全員賛成でございます。

よって、第 16 号議案は、原案のとおり可決されました。

以上で、本会議に付議されました案件の審査はすべて終結いたしました。

本会議中、誤読などによる字句、数字等の整理、訂正につきましては、議長に委

任いただきたいと思いますが、これに異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。よって、誤読などによる字句、数字等の整理、訂正につきまし

ては、議長に一任いただくことで決しました。

これをもちまして平成 23年第 1 回議会臨時会を閉会いたします。


